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大震災から１年
東日本大震災から1年。復興への道のりは
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でいない。放射能の除去には何年かかること
か。避難生活をしている人達の生命があるう

遠い。
夫を失った人、妻を失った人、子供を失っ
た人、親を失った人、家族を失った人、その

ちに除去できるのか。故郷に帰ることはでき
るのか。

他大切な人を失った人。その悲しみの大きさ

放射能に汚染された土地をきれいに元通り

はいかばかりか。心の傷が癒えることはない。

に戻せるのか。米を作れるようになるのか。

仕事を失った人、家を失った人、田畑を失

野菜は作れるのか。作物を作れるのか。港は

った人、船を失った人。幾千万人か。故郷を

元に戻るのか。海は元に戻るのか。福島で獲

後に転居せざるを得なくなった人、家族と離

れた食べ物を人々は受け容れてくれるのか。

れて生活せざるを得なくなった人、また、幾

日本人の力が問われている。大震災の後も
混乱がなく冷静に対応した日本人に対し、外

千万人か。
私たちには、被災した人たちの心の傷はわ

国からは賞賛の声があがった。強奪や略奪な
どをしない日本人の気高い行動や誇りを持っ

からない。
しかし、被災地の人たちは、未来に向かっ

た行動を諸外国は驚きの目で見た。これから

て歩み始めている。そしてそれを支える人々

の長い復興の道のりも、私たちは気高さや誇

の善意がある。日本中の善意が集まって支え

りを持って歩んでゆかなければならない。

合っていこうという「絆」がある。「絆」が

がれきの受け入れを拒否する自治体が多い

ある限り、日本は必ず復興する。太平洋戦争

という。残念でならない。放射能を心配する

で日本中が焼土と化したが、日本は見事に復

のはわかる。放射能を除去する必要はある。

興を遂げた。阪神大震災からも立ち直った。

放射能を除去した後のがれきは日本中で受け

今回も必ず日本は立ち直る。

入れるべきである。東日本大震災、福島原発

それにしても、原子力発電所の事故、放射
能の問題は深刻である。がれきの処理も進ん

事故は日本全体の災害である。日本人全てが
自分のこととして受け止めるべきである。

法の女神・テミス
この像は、ギリシャ神話の「法の女神」テミス
（Themis …ギリシャ語で、「掟」「習慣」「法」「正義」
を意味します）を形どったものです。
右手に掲げるはかりは、公平を象徴するとともに、
悪の重さをはかり、剣は力による貫徹を象徴し、目隠
しは無私をあらわすものといわれています。

（2）
ストーカー行為とは、つきまとい等を反復
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い行為を防止するために必要な事項を命ずる
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ので、被害者が告訴をしないと刑事処罰でき

してすることですが、「つきまとい等」の詳
しい内容については前号で述べた通りです。
つきまとい等をして、相手方に身体の安全、
住居等の平穏、名誉を害する、行動の自由を
著しく害するという不安を覚えさせることが
ストーカー規制法で禁止されています。
つきまとい行為を受けた被害者は、つきま
とい者がつきまとい行為をしないよう警察に
警告を求めることができます。警察署長等は、

こともできます。禁止命令等を出すためには
聴聞手続をする必要があります。
緊急の必要がある場合には、聴聞・弁明の
機会を与えないで仮の命令を出すことも可能
です。
罰則もあります。ストーカー行為をした者
は、 6 ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられます。これは親告罪となっている

つきまとい行為があり、かつ、更に反復して

ないことになっています。

てつきまとい行為をしてはならないとの禁止
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命令を出すことができます。また、つきまと

②

つきまとい行為をするおそれがあると認める
ときは、つきまとい行為を反復してはならな
いと警告をすることができます。
この警告に従わずに、更につきまとい行為
をした場合には、警察署長等は、更に反復し

禁止命令に違反してストーカー行為をした
者については 1 年以下の懲役又は100万円以
下の罰金となっています。こちらは、親告罪
ではないので告訴がなくても刑事処罰できる
ことになります。
近時はストーカー事件が増加しており罰則
が軽いようにも思えますが、どうでしょうか。
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生後 2 ヶ月のワン子が我が家にやってきた。
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子

「犬と一緒にしないで！！」とブーイング。

犬種はパピヨン。名前はパピコ（超イケメンの

初めての散歩に、外へ出かけた日のこと。彼

男の子。某アイスの名前と一緒）
。先代のワン子

は前進ができない。その場で私の足にからみつ

は犬種キャバリアでキャバ。どの子も家族会議

いて飛び跳ねるばかり。興奮しまくっていて、

を開いて考え抜いた名前なのに、犬仲間に「ま

おしっこどころではない。家に帰って、ほっと

た手抜きをして」と言われてしまった。

して…。

そして、
「性格ってお母さんに似るよね〜」っ
て会話になる（私が生んだんじゃない！）
。

次の日のお散歩。少し慣れたのか、やっと前
進可能。初めて外でおしっこが出来た。
「お利口

先代キャバは元気で人なつっこくて、従順で

だったね〜」と優しく褒めたら、
「どうだー」っ

可愛かった。パピコはどうかというと、超元気

てドヤ顔をして、私をじっと見上げて褒美をね

で、束縛されるのが嫌いで自由奔放。びびりの
くせ強気で態度がでかい（キャバは若かった頃
の昔の私？ゲッ。パピコは…？）
いくら経験を積んでも躾は失敗の連続。特に

だる。
「あほかー。犬が散歩
でおしっこするの、
当たり前だろがー」

トイレの躾。みんなで振り回される。子供たち

と思いつつ、可愛い

に「あなた達も大変だったしね」と言ったら、

顔につい、おやつ。
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土佐編第 3 弾。札所にはそれぞれ御本尊があ
る。御本尊は通常 1 体であるが、37番札所岩本
寺には御本尊が5体ある。不動明王、観世音菩薩、
阿弥陀如来、薬師如来、地蔵菩薩の 5 体である。
本堂では御本尊の真言を唱えるが、御本尊に
よって真言は異なる。御本尊が 5 体あるとこう
なる。のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ
まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん
（不動明王）、おん あろりきゃ そわか（観世音菩
薩）、おん あみりた ていぜい からうん（阿弥陀
如来）、おん ころころ せんだり まとうぎ そわ
か（薬師如来）、おん かかかび さんまえい そわ
か（地蔵菩薩）。あまりに長いので、なむ ほんぞ
ん かいえかん と唱えることも許されているよ
うである。

る。マリリン・モンローの顔も見える。何でも
受け容れる大師様のお心そのものである。
38番金剛福寺。四国の西南端足摺岬にある。
37番札所から100km近くある。車でも 2 時間近
くかかる。太平洋を臨む雄大な風景である。少
し沖に、大師が修行したとされる不動岩がある。
大師は亀を呼び出し、亀の背中に乗って不動岩
に渡ったとされている。お寺の境内には大きな
大師亀がある。その亀の頭をなでると幸運が訪
れるといわれている。
お寺の近くにホテルがいくつかある。その一
つ、ホテル足摺園の屋上には露天風呂がある。
太平洋を臨みながら、ゆったりとお湯につかる
のもいいものである。開放感が何とも言えない。
但し、板張りの囲いで、脱衣所も十分に囲われ
ていない。石けんやシャンプーはなく、お湯に
つかるだけである。湯舟も風情があるとは言え
ないが、ともかく開放感がいい。足摺感を味わ
うことができる。

御本尊が 5 体になった理由は、弘法大師が 5 社
5 ヶ寺からなる福円満寺を開き、それぞれの寺
に本地仏を安置したのが由来とされている。本
堂の天井画が有名である。昭和の本堂再建の際、
全国から絵画を募集したもので、様々な絵があ
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飲食店等を星の数で格付けしたガイドブッ
クで話題になったミシュランガイド（レッド）
に、日本に関する旅行用ガイドブックとして
「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン
（英語・フランス語版のみ）
」があります。そ
のグリーンガイドの2009年・2011年ともに香
川の観光地「栗林公園」が三つ星で掲載され
ています。三つ星は「わざわざ訪れる価値が
ある」という意味。結構すごい評価なんです
が、地元でも栗林公園の三つ星は認知度が低
いようです。他にも金刀比羅宮が二つ星だっ
たりと、うどん県それだけじゃない香川県な
のです。
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娘のバトンの大会が幕張メッセであった。今回、
飛行機組の母達は宿泊ホテルが子供達と別。夜、
母
達は大浴場でゆっくり入浴。お風呂上がり、コー
ヒー牛乳片手に話し込む。 翌朝大会当日、 4 時半
起きで、子供達のメイク、ヘアーをセットアップ。
その後、ホテル最上階50階で朝食。
東京湾の向こうに都心とスカイツリーを眺めな
がら、蟻んこの様な人や車の往来を神様気分で見
下ろし、ほっと一息。
飛行機が高松空港到着。
「アーアッ、現実に帰
った。
」と呟く。
到着ロビー、留守番していた小さな子供達がお
母さんめがけて飛びついた。
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はじめまして、弁護士の齊藤真吾と申します。
います。好きな曲はＣＤが
昨年12月に司法修習を終えて岡義博法律事務所
なくても、頭の中に誰か演
外部の方からの投稿です
で勤務を開始しました。入所して早くも 3 ヶ月
奏してくれる人がいて、い
が経ちましたが、日々新しいことを発見するこ
つもズンチャカズンチャカ
とができ、驚きと喜びとやりがいを感じていま
鳴ってます。また、漫画も
す。今回は念願のテミス初登場（嬉）ということ
愛読していまして、漫画に
で、私事ではありますが、自己紹介させていた
限らず、映画でも小説でも
だきたいと思います。
ゲーム・アニメでもいい話を見聞きするのがと
1983年11月生まれで、射手座・B型の28歳で
ても大好きです。最近感動した話はＳＦで、主
す。性格は、のんびりとしています。マイペー
人公が自身の大切な人を助けるために何度も何
スで、普段はあまり細かいことにはこだわらな
度もタイムスリップしてやり直そうとするとい
いのですが、たまに頑固になり譲らないときが
うものでした
（詳しくはＷＥＢ＝ブログで）
。
あります。友達に自分の性格について尋ねると、
好きな言葉は、「男は強くなければ生きていけ
大体の人は「変なやつ」と言います。どこが変
ない、優しくなければ生きていく資格がない」
なのかは分かりませんが、自分でも時々「変だ
です。推理小説に登場するフィリップ・マーロ
なぁ」と思うくらいなので、きっと間違っては
ウという探偵のセリフなのですが、私の目指す
いないのでしょう。
男性像ともぴったり重なっていて、座右の銘み
小学校を卒業するまで父の転勤で関東や四国
たいになっています。遠い遠い理想ですが、ど
の各地を転々として、中学校から大学までは大
んどん男を磨いていきたいものです。
阪府の茨木市というところで過ごしていました。
男磨きプロジェクトの一環としてマイブーム
茨木は大阪と京都の真ん中くらいで、とても落
になっているのは、筋トレなどのダイエットを
「始めること」です。月に 4 回くらい始めていま
ち着いたところです。一応、関西人ということ
す。まぁ、月に 4 回くらいあきらめてしまって
になるのですが、お笑いのツッコミが苦手で、
いますが（笑）。現在、私の体重は70kg台後半強
どちらかというとボケるタイプだと思います。
といったところで、標準体重プラス10キロ強な
ただ、ウケを狙っての言葉では笑わせられず、
のですが、次のテミス発刊時には、きっと見違
意図しない言動で笑われてしまうことが多いで
えるようになっていると思います（見違えるよ
す（決して天然なわけではありません）。
小学校のころ、高松で過ごした 2 年間がとても
うに大きくなっていませんように…）
。
楽しかったので、ロースクール・司法修習・弁護士
自分のことばかり、とりとめもなく書いてき
登録と進むにあたり、舞い戻ってきた次第です。
てしまいましたが、これから弁護士として皆様
特に深い趣味はなく、広く・浅くいろんなこ
のお力になれるよう、しっかり頑張って参りま
とをやるのですが、音楽は一生の友だと思って
すので、何卒宜しくお願い致します。
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この度、当事務所でもブログ
を開設することになりました。
ブログ（blog）というのは、簡単
に言うと、インターネット上で
誰でも書ける、誰でも見ること
ができる日記のようなもので、日本での利用者数
は 2 千万人以上ともいわれています。
私どもの事務所報は『themis（テミス）』といい
ますが、こちらは年に 2 回しか発行していませ
ん。そのため、ある程度内容のある記事をまと
めて文章にしていますが、ブログでは日常のと
りとめのない話を綴っています。
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例えば美味しいお店を見つけたとか、飼って
いるペットの話、○○へ遊びに行ってきた、など
など。このように事務所報に記すよりももっと小
さな出来事、という意味で『petit themis（プチ・テ
ミス）』というタイトルにしました。ブログを通
して弁護士、事務員一人一人をより身近に感じて
頂くことで、これまで以上に皆様のお役に立てる
のでないかと思っています。
ブログへのアクセス方法は、http://okalaw21.blog.
fc2.com/をアドレスバーに直接入力するか、事務
現在は休止中です
所ホームページからもリンクしていますので、
是非ご覧下さい。

